
ハローワーク鈴鹿にて開催する職業訓練の学校説明会

事前
予約制

定員
8名

面談時間
は平均15分

場

所

日

時

R0422

参加の方は早めに事前予約
をお願いします。

説

明

会

内

容

【訓練期間】
11/11（金）～2/10（金）

【訓練科名】

【応募締切】 10/13（木）

【訓練科名】

【応募締切】 9/28（水）

（所在地：鈴鹿市）

【取得資格目標】
・ Word文書処理技能認定試験2級（3級）
・Excel表計算処理技能認定試験2級（3級）
・PowerPointプレゼンテーション技能

認定試験初級
・簿記検定試験3級
・ビジネス能力検定3級

【参 加 校 】

【訓練期間】
10/28（金）～1/27（金）

最新の学校説明会
はこちら

訓練について

詳しくはこちら
募集中の訓練一覧は

こちら

こちらで、職業訓練の最新情報をご覧いただけます。

【取得資格目標】

・医療事務管理士
・ビジネス能力検定3級
・ Word文書処理技能認定試験3級
・Excel表計算技能認定試験3級

9/26(月)

10：00～12：00

【説明会会場】近鉄鈴鹿市駅徒歩３分ハローワーク鈴鹿 2階会議室

【お問合せ】 ハローワーク鈴鹿
☎ ０５９－３８２－８６０９

（訓練担当42♯）

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校

※なるべく公共交通機関をご利用ください。
※雇用保険受給中の方は、求職活動１回にカウント
できますので、受給資格者証をお持ちください。



厚生労働省・三重労働局・三重県内ハローワーク

三重労働局 職業訓練 検索
三重労働局ホームページの職業訓練関係ページもご覧ください。

～ 訓 練 一 覧 ～ ( 6～8月 募集分)

訓練科名 場所 実施施設 定員

溶接技術科 2022.9.2(金) ～ 2023.2.27(月) 2022.8.3(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 15

住宅リフォーム技術科 2022.9.2(金) ～ 2023.2.27(月) 2022.8.3(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 15

ＣＡＤ／ＮＣ技術科（企業実習付コース）（導入訓練付） 2022.9.2(金) ～ 2023.3.23(木) 2022.8.3(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 15

ＣＡＤ／ＮＣ技術科（企業実習付コース）実践コース 2022.10.4(火) ～ 2023.3.23(木) 2022.9.14(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 ※2　15

電気設備技術科 2022.10.4(火) ～ 2023.3.29(水) 2022.8.31(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 15

電機保全技術科 2022.11.1(火) ～ 2023.4.20(木) 2022.9.28(水) 四日市市 ポリテクセンター三重 20

ホームコーデ科 2022.8.23(火) ～ 2022.12.1(木) 2022.8.1(月) 津市 三重県立津高等技術学校 10

電気設備技術科 2022.8.19(金) ～ 2023.2.14(火) 2022.7.8(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 11

住宅リフォーム技術科 2022.8.19(金) ～ 2023.2.14(火) 2022.7.8(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 11

機械・ＣＡＤ科 2022.9.15(木) ～ 2023.3.13(月) 2022.7.29(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 15

ものづくり溶接科 2022.10.5(水) ～ 2023.3.27(月) 2022.8.26(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 12

ものづくりアシスト科 2022.11.4(金) ～ 2023.2.28(火) 2022.9.30(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 13

電気設備技術科 2022.11.15(火) ～ 2023.5.18(木) 2022.9.30(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 16

住宅リフォーム技術科 2022.11.15(火) ～ 2023.5.18(木) 2022.9.30(金) 伊勢市 ポリテクセンター伊勢 16

訓練科名 場所 実施施設 定員

◆＊ビジネススキル基礎科 2022.9.1(木) ～ 2022.11.30(水) 2022.8.3(水) 四日市市 人財育成支援ネット 浜田教室 15(2)

パソコンオフィスワーク科 2022.7.21(木) ～ 2022.10.20(木) 2022.6.22(水) 鈴鹿市 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 15

介護初任者PC科 2022.8.26(金) ～ 2022.11.25(金) 2022.7.28(木) 鈴鹿市 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 15

介護福祉科 2022.8.9(火) ～ 2022.11.8(火) 2022.7.8(金) 松阪市 キャリア・アカデミー松阪駅前校 15

簿記ビジネスパソコン科 2022.7.21(木) ～ 2022.10.20(木) 2022.6.22(水) 伊勢市 ピクセルデザインカレッジ伊勢校 15

OAスキルアップ科(定住外国人向け) 2022.9.21(水) ～ 2022.12.20(火) 2022.8.24(水) 伊勢市 勢京ビジネス専門学校 15

WebデザインOA事務科 2022.9.27(火) ～ 2022.12.26(月) 2022.8.31(水) 伊勢市 ピクセルデザインカレッジ伊勢校 15

パソコンビジネス科 2022.9.1(木) ～ 2022.11.30(水) 2022.8.3(水) 伊賀市 MUCカレッジ 上野校 15

パソコン総務事務科 2022.8.5(金) ～ 2022.11.4(金) 2022.7.7(木) 熊野市 ＰＣ倶楽部 熊野教室 10

訓練科名 場所 実施施設 定員

基礎から始めるビジネスパソコン＋WEBサイト制作科(短時間) 2022.7.6(水) ～ 2022.10.5(水) 2022.6.16(木) 四日市市 株式会社メディサポジャパン赤堀教室 15

基礎から学べるビジネスパソコン実践科(短時間) 2022.7.28(木) ～ 2022.10.27(木) 2022.7.7(木) 四日市市 株式会社メディサポジャパン 15

初めての方も安心　介護員養成科(短時間) 2022.8.1(月) ～ 2022.10.28(金) 2022.7.11(月) 四日市市 しるビズ研修センター 19

基礎から学べるビジネスパソコン実践科(短時間) 2022.8.30(火) ～ 2022.11.29(火) 2022.8.9(火) 四日市市 株式会社メディサポジャパン 15

パソコンマスター養成科(短時間) 2022.9.16(金) ～ 2022.12.15(木) 2022.8.29(月) 四日市市 日建学院四日市校 12

パソコンマスター養成科(短時間) 2022.9.1(木) ～ 2022.11.30(水) 2022.8.9(火) 四日市市 日建学院津校 9

初めての方も大丈夫　介護職員初任者研修科(短期間・短時間) 2022.8.29(月) ～ 2022.10.28(金) 2022.8.8(月) 松阪市 アルバ下村校 10

求 職 者 支 援 訓 練
訓練期間 募集終了日

訓練期間 募集終了日

受講申込のためには、各訓練実施施設が開催する

能力開発説明会への参加が必要です。詳細はハローワークへお問い合せください。

公 共 訓 練 ( 施 設 内)

受講申込のためには、

ガイダンス(ポリテクセンター三重またはポリテクセンター伊勢の場合)、または

能力開発説明会(三重県立津高等技術学校の場合)　への参加が必要です。
この一覧表の募集終了日は、ガイダンス・能力開発説明会の最終開催日の前日としています。
詳細はハローワークへお問い合せください。

訓練期間 募集終了日

公 共 訓 練 (委 託)

※2 ：前月の導入講習受講者数により定員枠が変化します。その為、前月定員枠が
 満たした場合は本訓練の募集は行わなれません。

※ 定員の（2）の表示は、うち2名が母子家庭の母等の優先枠に設定されています。


